
１．医科
新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成23年2月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

20800BZY00673000 自己血回収システム用血液回路 （コーブ ブラット２用） ソーリン・グループ株式会社 自家輸血装置

21100BZZ00544000 ライトベッド アスカビーエフ株式会社 黄疸光線治療器

22100BZX00466000 ＬＥＤベッド アスカビーエフ株式会社 黄疸光線治療器

22100BZX01022000 人工呼吸器・ｉＶｅｎｔ１０１ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 人工呼吸器

22100BZX01083000 人工呼吸器・ｉＶｅｎｔ２０１ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 人工呼吸器

222ABBZX00151000 日立ＭＲイメージング装置 ＡＰＥＲＴＯ Ｌｕｃｅｎｔ 株式会社日立メディコ ＭＲＩ装置

222ABBZX00184000 デジタル超音波診断装置 ＨＩ ＶＩＳＩＯＮ Ａｓｃｅｎｄｕｓ 株式会社日立メディコ 超音波検査装置（Ⅱ）

222ABBZX00191000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３０シリーズ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00192000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３１シリーズ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00193000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４
０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00194000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４
１

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00195000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４
２

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00196000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３１シリーズ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00208000 日立ＭＲイメージング装置 ＥＣＨＥＬＯＮ ＲＸ 株式会社日立メディコ ＭＲＩ装置

222ABBZX00210000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２６ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ADBZX00014000 ＣＲ装置 ｉＣＲ３６００ 株式会社六濤 デジタル撮影装置

222ALBZX00037000 リストパルティア ＭＤ３００Ｗ１ 泉工医科貿易株式会社 パルスオキシメータ

222ALBZX00038000 サーノス 株式会社テクノリンク 低周波治療器

22200BZX00820000 アトム光線治療器 １０６ アトムメディカル株式会社 黄疸光線治療器

22200BZX00907000 ＬＥＤ光線治療器 アスカビーエフ株式会社 黄疸光線治療器

22200BZX00912000 エスパイア Ｖｉｅｗ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 麻酔器（Ⅱ）

22200BZX00930000 アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース 日本アルコン株式会社 後房レンズ

22200BZX00941000 スリープメイト Ｓ９ レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22200BZX00941A01 Ｓ９ レスポンド レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22200BZX00951000 ハートスタート ＦＲ３ Ｐｒｏ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 除細動器

22200BZX00952000 インテリパップ 有限会社ＭＡＳＩ 在宅人工呼吸器（Ⅲ）
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薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
220AABZX00303000 ニプロソラシックカテーテル ニプロ株式会社 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ｱ 一般型 ⅱ 硬質型 ¥1,180

220AABZX00304000 ニプロトロッカーカテーテル ニプロ株式会社 025 套管針ｶﾃｰﾃﾙ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ① 標準型 ¥2,000

22100BZX00959000 オキシア人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ¥157,000

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥23,600

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路 ¥33,000

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥37,700

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽 ¥12,300

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,040

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥18,100

222AIBZX00045000 ＶＨＫ 静脈ハードシェルリザーバ 新生児・小児用 マッケ・ジャパン株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥37,700

22200BZI00025000 オベイシオＣＲＴ－Ｄ 日本ライフライン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器 ¥4,190,000

22200BZI00026000 パラダイムＣＲＴ－Ｄ 日本ライフライン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器 ¥4,190,000

22200BZI00028000 Ｂｅｆｌｅｘ リード 日本ライフライン株式会社 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型 ¥155,000

22200BZI00028000 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥6,610

22200BZX00902A01 骨補填材βボーン 株式会社カタリメディック 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1ｇ当たり\14,900

22200BZX00902A01 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 1mL当たり\15,700

22200BZX00902A02 骨補填材 Ｏｓｔｉｎａｔｏ 株式会社カタリメディック 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1ｇ当たり\14,900

22200BZX00902A02 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 1mL当たり\15,700

22200BZX00943000 エンコア 人工股関節 レベレーションステム 泉工医科貿易株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22200BZX00945000 プロテクタ ＩＣＤシリーズ 日本メドトロニック株式会社 117 埋込型除細動器 (2) 埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22200BZX00945000 117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22200BZX00950000 ＤＶＲ アナトミック プレート ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥6,790

22200BZX00950000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥89,200

22200BZX00954000 エクスプレス ＳＤ 腎動脈拡張用ステントシステム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥223,000

22200BZX00955000 ストリーマー ＣＳ バイオトロニックジャパン株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥17,600

22200BZX00958000 ＴＡＬＥＮＴ 腹部ステントグラフトシステム 日本メドトロニック株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (1) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ¥1,610,000

22200BZX00958000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (2) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(補助部分) ¥286,000

22200BZX00963000 Ｚｉｍｍｅｒ  ＰＦＪ コンポーネント ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ⑤ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥173,000

22200BZX00964000 ＳＴＲＡＤＡガイディングカテーテル セント・ジュード・メディカル株式会社 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (2) 腹部四肢末梢用 ¥25,300

22200BZX00966000 エントヴィス ＤＲ 日本光電工業株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,160,000

22200BZX00967000 エントヴィス ＳＲ 日本光電工業株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥859,000

22200BZX00972000 ＤＹＮＡＳＴＹ 
®
アセタブラーカップ システム ライト・メディカル・ジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥165,000

22200BZX00972000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥62,100

22300BZX00002000 ＮｅｘＧｅｎ ＬＰＳ－ＦＬＥＸ ＧＳＦ ポーラス フェモラル ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ¥309,000

22300BZX00003000 ＬＣＳ コンプリート 人工膝関節システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ¥309,000

22300BZX00003000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ¥192,000

22300BZX00003000 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ) ¥44,700

22300BZX00005000 ＡｃｕＭａｔｃｈ ヒップシステム イグザクテック株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22300BZX00014000 ＲＸ ＴＲＥＫ ＰＴＣＡバルーンカテーテル アボット バスキュラー ジャパン株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥100,000

22300BZX00015000 トライアスロンＴＳ セメントレスステム 日本ストライカー株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥69,500

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成23年2月1日
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２．歯科
新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成23年2月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

222AGBZX00151000 ＰＳピックス 白水貿易株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
222AGBZX00241000 エバーホワイト 株式会社バイオデント 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

222AKBZX00101000 レジグラス ペースト 株式会社松風 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

新たな保険適用 区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成23年2月1日

3

KYIVY
スタンプ


	1
	2
	3.pdf



